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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 64,852 △6.4 6,484 30.0 6,422 34.6 4,039 41.8
21年3月期第3四半期 69,253 ― 4,987 ― 4,772 ― 2,848 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 143.91 ―

21年3月期第3四半期 97.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 75,379 44,474 59.0 1,584.29
21年3月期 73,840 41,055 55.6 1,462.48

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  44,474百万円 21年3月期  41,055百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 15.00 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 87,000 1.1 7,100 19.2 7,100 17.3 4,300 22.8 153.17



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に
関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 30,080,978株 21年3月期  30,080,978株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,008,522株 21年3月期  2,008,422株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 28,072,509株 21年3月期第3四半期 29,203,653株



当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高648億52百万円（前年同期比6.4％減）、営業利益64億84百万

円（前年同期比30.0％増）、経常利益64億22百万円（前年同期比34.6％増）、四半期純利益40億39百万円（前年同

期比41.8％増）となりました。 

所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

  

（日本） 

シュリンクラベルは第３四半期において清涼飲料で新商品の受注が前年同期に比べ早まったことなどによる出荷

増加が貢献して売上高は前年同期比2.2％減になりました。タックラベルは医薬品向けなどで増加しましたが、タッ

クラベラー販売の減少などにより前年並みとなりました。ソフトパウチは第３四半期において日用品関係や飲料ゼ

リーが増加しましたが、上半期での飲料向け減少をカバーするまでには至らず前年同期比5.3％減となりました。機

械はお客様での設備投資見直しが継続しており前年同期比26.5％減となりました。その他製品では加工品のカップ

事業が好調で前年同期比6.7％増となりました。 

損益面では、工場統廃合の効果、また引き続き経費削減の効果により増益となりました。 

その結果、日本の売上高は475億49百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は48億27百万円（前年同期比32.7％

増）となりました。 

  

（北中米） 

シュリンクラベルは受注が好調であり、またメキシコ工場の稼働による生産量増加が貢献して売上高は前年同期

比2.9％増（現地通貨ベース）となりました。その他ラベルは引き続き飲料巻き付けラベルやインモールドラベルが

減少しており前年同期比18.5％減（現地通貨ベース）となりました。機械は飲料大手ブランドオーナー向けが好調

で前年同期比39.8％増（現地通貨ベース）となりました。 

損益面では、シュリンクラベルの売上高増加などの貢献により増益となりました。 

その結果、北中米売上高は100億78百万円（前年同期比10.8％減、現地通貨ベース2.4％増）、営業利益は８億29

百万円（前年同期比17.1％増、現地通貨ベース34.4％増）となりました。 

  

（欧州） 

シュリンクラベルは東欧圏での経済状況の影響、またポンド安（対ユーロ）による為替の影響により減少し売上

高は前年同期比4.7％減（現地通貨ベース）となりました。機械は新規開発機の受注引き合いが増加しつつあります

が、景気低迷の影響を受けて前年同期比21.7％減（現地通貨ベース）となりました。 

損益面では、機械売上減少による影響がありましたが、シュリンクラベルでコストダウンが進んだこと、またズ

ロチ安によるポーランド工場の原価ダウンなどにより増益となりました。 

その結果、欧州売上高は91億５百万円（前年同期比19.6％減、現地通貨ベース8.6％減）、営業利益は７億78百

万円（前年同期比13.8％増、現地通貨ベース28.8％増）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は753億79百万円となり、前連結会計年度末比15億39百万円の増加

となりました。これは、受取手形及び売掛金が第２四半期に引き続き季節的な要因による売上高の増加で15億34百

万円増加し、現金及び預金が２億19百万円減少したことなどで流動資産が10億96百万円増加したこと、投資その他

の資産が４億63百万円増加したこと等によるものであります。 

負債合計は309億４百万円となり、前連結会計年度末比18億79百万円の減少となりました。これは、支払手形及

び買掛金８億42百万円の減少と短期借入金及び長期借入金が14億10百万円減少したほか、退職給付引当金が３億15

百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産額合計は、利益剰余金の増加などに伴い、前連結会計年度末比34億19百万円増加の444億74百万円となり

ました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報



（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、50億87百万円の収入となりました。これ

は、税金等調整前四半期純利益59億54百万円を計上し、減価償却費32億49百万円等による収入と、売上債権の増加

額14億34百万円、仕入債務の減少額９億円及び法人税等の支払額（又は還付額）19億24百万円等の支出によるもの

であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、29億66百万円の支出となりました。これは、日本及び北中米における設

備投資に伴う有形固定資産の取得による支出28億56百万円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、26億66百万円の支出となりました。これは、短期借入金の純増減額によ

る支出12億44百万円と長期借入金の返済による支出５億43百万円及び配当金の支払額８億42百万円等によるもので

あります。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億54百

万円減少し49億82百万円となりました。 

  

平成22年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月４日に公表いたしました業績予想に変更はござ

いません。 

  

該当事項はありません。  
  

① 簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等を使用しております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、一部の在外子会社について加味する加減算項目や税額控除項目を重

要なものに限定する方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末

以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度にお

いて使用した将来の業績予測などを利用する方法によっております。  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

  該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,748,139 5,968,105

受取手形及び売掛金 22,612,890 21,078,467

商品及び製品 3,047,325 3,227,412

仕掛品 1,976,295 1,634,966

原材料及び貯蔵品 1,951,398 2,007,249

繰延税金資産 261,181 452,874

前払費用 206,688 214,782

その他 1,049,191 1,189,832

貸倒引当金 △76,088 △92,779

流動資産合計 36,777,023 35,680,910

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,582,386 8,694,348

機械装置及び運搬具（純額） 18,150,402 16,478,755

土地 4,557,355 4,545,315

リース資産（純額） 132,663 99,610

建設仮勘定 1,854,065 3,289,992

その他（純額） 428,149 462,105

有形固定資産合計 33,705,021 33,570,128

無形固定資産   

のれん 148,000 231,774

リース資産 664 847

その他 765,873 836,647

無形固定資産合計 914,537 1,069,269

投資その他の資産   

投資有価証券 2,805,924 2,495,769

繰延税金資産 551,303 422,924

その他 762,100 716,991

貸倒引当金 △136,311 △115,896

投資その他の資産合計 3,983,017 3,519,789

固定資産合計 38,602,576 38,159,187

資産合計 75,379,600 73,840,097



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,371,811 15,214,369

短期借入金 6,905,771 7,765,596

1年内返済予定の長期借入金 687,548 736,291

リース債務 41,837 34,478

未払金 2,251,894 1,873,406

未払法人税等 961,328 1,074,867

繰延税金負債 7,138 969

賞与引当金 402,446 816,593

その他 2,415,503 2,350,890

流動負債合計 28,045,280 29,867,462

固定負債   

長期借入金 1,065,737 1,567,821

リース債務 94,838 71,518

繰延税金負債 173,399 98,015

退職給付引当金 1,470,004 1,154,344

その他 55,370 25,370

固定負債合計 2,859,349 2,917,069

負債合計 30,904,630 32,784,532

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,990,186 5,990,186

資本剰余金 6,233,090 6,233,090

利益剰余金 41,258,530 38,060,898

自己株式 △3,982,473 △3,982,294

株主資本合計 49,499,334 46,301,880

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,206 675

年金債務調整額 △846,522 △841,628

為替換算調整勘定 △4,267,047 △4,405,361

評価・換算差額等合計 △5,024,363 △5,246,314

純資産合計 44,474,970 41,055,565

負債純資産合計 75,379,600 73,840,097



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 69,253,892 64,852,832

売上原価 55,684,067 50,205,648

売上総利益 13,569,825 14,647,184

販売費及び一般管理費 8,581,951 8,162,741

営業利益 4,987,873 6,484,442

営業外収益   

受取利息 8,602 2,592

受取配当金 21,723 19,913

持分法による投資利益 37,893 154,578

廃棄物リサイクル収入 88,421 －

その他 86,285 106,288

営業外収益合計 242,925 283,372

営業外費用   

支払利息 187,126 131,392

為替差損 249,397 196,697

その他 21,552 17,007

営業外費用合計 458,075 345,097

経常利益 4,772,723 6,422,718

特別利益   

固定資産売却益 12,886 20,935

貸倒引当金戻入額 8,741 －

移転補償金 9,343 －

その他 1 10,131

特別利益合計 30,971 31,067

特別損失   

固定資産除売却損 67,701 59,971

減損損失 25,370 66,616

退職給付費用 － 353,500

投資有価証券評価損 52,004 －

工場閉鎖関連損失 299,048 －

その他 1,060 19,034

特別損失合計 445,184 499,122

税金等調整前四半期純利益 4,358,510 5,954,663

法人税、住民税及び事業税 1,388,879 1,826,468

法人税等調整額 121,346 88,387

法人税等合計 1,510,225 1,914,855

四半期純利益 2,848,284 4,039,807



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 4,358,510 5,954,663

減価償却費 3,629,723 3,249,361

減損損失 25,370 66,616

のれん償却額 103,461 83,774

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,843 2,469

賞与引当金の増減額（△は減少） △318,261 △415,186

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,339 301,978

持分法による投資損益（△は益） △37,893 △154,578

固定資産除売却損益（△は益） 42,315 39,035

投資有価証券評価損益（△は益） 52,004 －

工場閉鎖関連損失 123,867 －

受取利息及び受取配当金 △30,325 △22,506

支払利息 187,126 131,392

為替差損益（△は益） 247,200 44,415

売上債権の増減額（△は増加） △1,431,609 △1,434,817

たな卸資産の増減額（△は増加） 255,689 △64,341

仕入債務の増減額（△は減少） 1,991,755 △900,641

未払金の増減額（△は減少） △533,999 30,079

その他 1,028,523 215,100

小計 9,629,276 7,126,815

利息及び配当金の受取額 28,442 22,901

利息の支払額 △186,552 △137,382

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,016,386 △1,924,425

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,454,779 5,087,908

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,144,763 △2,856,272

有形固定資産の売却による収入 31,127 52,117

無形固定資産の取得による支出 △94,070 △85,026

投資有価証券の取得による支出 △15,624 △15,747

その他 120,255 △61,146

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,103,075 △2,966,076

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,101,614 △1,244,000

長期借入れによる収入 621,420 －

長期借入金の返済による支出 △585,366 △543,287

自己株式の取得による支出 △2,000,505 △178

配当金の支払額 △880,702 △842,175

その他 △21,730 △36,441

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,765,270 △2,666,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 92,915 △10,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,679,348 △554,258

現金及び現金同等物の期首残高 3,079,410 5,537,166

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,758,759 4,982,908



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

当社グループは、シュリンクラベル・タックラベル及びソフトパウチの製造販売、包装機械の製造販売等を事

業内容としておりますが、これらの製品は一連のものであり、システム販売をしております。また、採算性につ

いてもシステムとして管理しており、単一の事業と考えているため、事業の種類別セグメント情報は記載してお

りません。   

  

  

（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する国は次のとおりであります。 

北中米（北米）：アメリカ、メキシコ 

欧州：イギリス、オランダ、フランス、ポーランド 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）

日本(千円) 北米(千円) 欧州(千円) 計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  47,784,602  11,282,506  10,186,783  69,253,892  －  69,253,892

(2）セグメント間の内部売上高  1,142,594  19,448  1,132,598  2,294,640  (2,294,640)  －

計  48,927,196  11,301,954  11,319,382  71,548,533  (2,294,640)  69,253,892

営業利益  3,636,812  708,358  684,188  5,029,359  (41,485)  4,987,873

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）

日本(千円) 北中米(千円) 欧州(千円) 計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  46,623,819  10,071,520  8,157,492  64,852,832  －  64,852,832

(2）セグメント間の内部売上高  925,696  7,228  947,914  1,880,839  (1,880,839)  －

計  47,549,515  10,078,749  9,105,407  66,733,671  (1,880,839)  64,852,832

営業利益  4,827,292  829,218  778,724  6,435,235  49,206  6,484,442



  

（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北中米（北米）：アメリカ、カナダ、メキシコ 

欧州：欧州全域 

その他：東南アジア、インド、オーストラリア他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

〔海外売上高〕

  
前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）

北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  11,332,533  10,040,928  786,584  22,160,046

Ⅱ 連結売上高（千円）        69,253,892

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 16.4  14.5  1.1  32.0

  
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）

北中米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  10,077,451  8,130,332  693,882  18,901,665

Ⅱ 連結売上高（千円）        64,852,832

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 15.5  12.5  1.1  29.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）販売実績

品目別 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日） 前年同期比

（％） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 シュリンクラベル  44,604,252  64.4  42,442,052  65.4  95.2

タックラベル  6,996,079  10.1  7,004,678  10.8  100.1

 その他ラベル  2,348,493  3.4  1,662,119  2.6  70.8

 ソフトパウチ  3,096,916  4.5  2,935,744  4.5  94.8

 機械  6,538,583  9.4  4,704,262  7.3  71.9

 その他  5,669,566  8.2  6,103,975  9.4  107.7

合 計  69,253,892  100.0  64,852,832  100.0  93.6

６．その他の情報
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